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 第１３４８回例会  ２０１８年４月１２日（木）   Vol.２８-３５ 

１．４月７日（土）西宮夙川ＲＣのホストで「第２１回

 川クラブ友好の集い」が開催されました。 

２．４月７～８日、地区大会が開催されました。 

 参加の皆様お疲れさまでした。 

３．４月１４日（土）、京都ホテルオークラにおいて

 京都モーニングRC創立２０周年記念式典・祝宴が

 行われます。会長、幹事が出席いたします。 

４．４月１５日（日）国立京都国際会館において、

 2018-19年度地区研修・協議会が開催されます。 

 会長、幹事をはじめ９名が参加します。 

５．４月１７日（火）ホテルグランヴィア京都において

 京都西南RC創立４５周年記念例会・祝宴が行わ

 れます。 

2017-18年度 第３回炉辺会合のお知らせ 
 

本年度第４回炉辺会合を６月末日迄に開催いただき、 

会合終了後には事務局へ報告をお願いします。 

  ＊テーマ「何かに挑戦していますか。 

4月8日地区大会講演テーマより」     

 クラブ管理運営委員長 内山 正元 

 ﾘｰﾀﾞｰ ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞ  ー  

1 鎌野 中島 
 内田、末永、藤井、内山、 

 菱田、近藤 

2 上原 王 
 井上、稲掛、出射、谷口、 

 德田、大森 

3 中川 万殿 
 太田、髙橋、田中、児嶋、 

 安田、松尾  

4 森 山本 
 林、千田、瀬田、上山、 

 吉田、山田  

 上田 耕三（うえだ こうぞう）様 
 

往年のGSブーム時にタイガースに先駆けてなんば一番

のレギュラーになり、やがて〝キングス″で、GSと 

して初のメジャーデビューを果たす。メンバー2名が 

人気グループ〝オックス〟を結成し、バックアップを

する。 

その後、六本木で長年ライブ活動を続け、京都に帰る。 

昭和の芸能史の生き証人的存在。 

得意のプレスリーやナット・キング・コールを中心に

オールディーなサウンドを聴かせてくれます❤ 

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 今日の歌「春の小川」 

  友愛の握手 

   ご来客のご紹介  

    会長挨拶  

    食事歓談 

    幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告 

  寄付金報告 

スピーチ    13：00 

 「耕ちゃんオールディーズジャンボリー」 

       上田 耕三様 
 

閉会点鐘           13:30   

プログラム 

日 時 2018 年４月５日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 内田、万殿、髙橋、林、田中、井上、吉田 
 中川、上原、山本、児嶋、末永、出射の各会員 
議 事 
１．Ｃ.Ｌ.Ｐ委員会構成（案）に関する件 
２．年間行事予定について 
３．週報について 
４．次年度予算（案）について 
５．会長エレクト研修セミナーについて 
６．地区研修・協議会について 
７．会員増強について 
８．その他 

 「茶の湯の楽しみ」 

 財団法人 茶道今日庵 

 業躰 

 京都西ＲＣ会員  

金澤 宗維様 

 

賛西会のご案内 
 

日 時： ２０１８年 ６月９日（土） 
  １７：００受付 １７：３０開会 

  【ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ】 １７：４０～１８：４０ 

  【懇親会】（ジャズ演奏） １８：５０～２０：３０ 
 

場 所： リーガロイヤルホテル京都 
 

会 費： ９，０００円 

障がいのある人と家族のためのﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ 
 

日 時： ２０１８年４月２２日（日） 
８時３０分集合 西京区役所 立体駐車場前 

８時５０分集合 境谷大橋 南西側 

  ↓ 

午後５時００分ごろ到着予定 
 

場 所： ローザンベリー多和田（滋賀県米原市） 
 

  参加者：末永、万殿、森、德田の各会員、末永夫人 



日 時 2018 年４月５日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 林、髙 橋、内 田、中 川、王、田 中、鎌 野、
 末永、山本、児嶋、吉田、出射、万殿の各会員 
議 事 
１．月次会計報告について 
２．2017-18年度地区大会について  4/7～4/8 
３．第２１回川クラブ友好の集いについて4/7（土） 
４．第４回クラブ協議会について  4/19（木） 
５．障害のある人と家族のためのレクリエーション 
 について    4/22（日 
６．京都西南RCとの合同例会について 5/15（火） 
７．春の家族会について 
８．第９回クラブ討論会について 
９．第４回炉辺会合について 
10．賛西会について 
11．その他  

 

青少年交換派遣学生 山本龍一郎君から３月の 

マンスリーレポートが届きましたのでご紹介します。   

★健康健康状態は： 今月は特に異常なく過ごせたと思い 
ます。強いて言うなら先月に痛めた左足首の捻挫が全然
治らなくて、今でも違和感があり、痛いです。 
しかし、気をつけてさえいればスポーツしても軽い痛みしか
ないので大丈夫そうです。 

 

★スピーチはしましたか： スピーチはしていません。 
今度日曜日、次、日本に派遣されるオランダの人たちに
日本のことを伝えたりはします。 

 

★毎日の活動は： 今月末はテスト週間で学校はありませ 
んでした。その前には学校の先生に頼まれ、お寿司を
70人分提供したり（それも2日連続で）結構大変なことは
ありましたけど、そのおかげで今まで喋ったことの 
ない人たちとも喋れたので良かったと思っています。 

 

★観光や訪問に行きましたか 今月の中旬に、ホストチェ 
ンジがある予定だったので荷物をまとめたり部屋を掃除
したりしていたのでほとんど観光などはできませんでし
た。しかも次の（今の）ホストファザーのお母さんが亡くな
られたそうで、忙しかったらしく、ホストチェンジができな
かったので、友達の家にお邪魔させていただいたりして
いたので観光する時間はほぼなかったです。 

 

★スポーツなど活動に参加しましたか  
先月と同様にバスケットボールのクラブにお世話になっ
ています。 
上達しているかはわかりませんが楽しくやれているので
まあいいかなと思ってます。 

 

★ロータリーの例会・行事 等に参加しましたか  
例会は先程も言ったように色々と忙しかったので参加で
きませんでした。しかし、shelter boxの、プロジェクトの 
一貫で募金を集めたり、演説を聞いたりする機会が一度
だけありました。 

 

★現地の言葉で会話していますか  
 今月は本当に移動が多くて大変でしたが、先週ホスト
ファミリーの準備ができたようで、元の予定通りのご家族
のお家にお世話になっています。そこには歳の近い双
子さんがいらっしゃるので毎日笑わせてもらってます。 

 

★現地の言葉で会話していますか  
 オランダ語を覚えたいのは覚えたいのですが、友達に教
えてもらってはいるものの中々覚えられないのが現状で
す。今は英語で話してオランダ語を教えてもらいつつもう
ちょっと英語も喋りたいなと思っております。  

 

★なにか希望・要望はありますか  特にありません。 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

2017-18年度 第３回炉辺会合１班の報告 
 

第３回１班炉辺会合を３月１７日「寅次郎」において、

開催しました。参加者は末永会員、瀬田会員、徳田会員

万殿会員、中島の５名でした。 

中島の乾杯で始まりテーマについて個々それぞれの 

意見が飛び交いました。 

やはり、まとめは万殿会員！多様性について語ってい

ただきました。なるほどと思う事ばかりでした。 

会が進むにつれ ロータリーの昔話で盛り上がり、食事も

進みました。 

入って間もな

い私にとって

は、歴史を感

じる時間とな

りました！ 

あまり会員さ

ん個々と話す

機会が少ない

ので色々な話をしながら楽しい時間を過ごす事が出来

ました。       リーダー 中島一行 

 

                     

    「春の家族会」～新緑へのお誘い～ 
 

日 時：  ５月２０日（日） ９時半 

 集合場所：  京福電鉄「出町柳駅」改札口前 

 行き先：   鞍馬寺、貴船神社、川床 貴船「ひろや」 

 会 費：  お一人  ５，０００ 円   

  今日の歌   

「春の小川」 
 

春の小川は  さらさら行くよ 

岸のすみれや  れんげの花に 

すがたやさしく  色うつくしく 

咲けよ咲けよと  ささやきながら 

 

 京都西南RC創立４５周年記念例会・祝宴 
 

  日 時： ４月１７日（火） 受付 １６：００ 

       記念式典  １６：３０ 

       記念祝宴  １８：００ 

  場 所： ホテルグランヴィア京都 

 参加者： 会長、幹事、万殿、森、末永、谷口、 

       德田、内田、吉田の各会員 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【 】 小計 2,000円  今年度累計 119,000円 
目標額 400,000円 達成率 30％ 

【 】  小計  0円  今年度累計  61,000円 
目標額 60,000円 達成率 100％ 1人当たり2,000円以上   

◇出席率報告◇  

出席率報告『４月５日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２８名（７名）９６．５５％ 

３月１５日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ７１．４３％ 

ご来客１名 

次回例会 ４月１９日（木） 
 

クラブ・デー 

第４回クラブ協議会（地区大会報告） 

  行事予定  

◆地区行事    

 ４月１４日（土） 京都ﾓｰﾆﾝｸ゙ＲＣ創立２０周年記念式典・祝宴 

 14：00受付 15：00～ 京都ﾎﾃﾙｵｰﾗｸ 

 ４月１５日（日） 2018-19年度地区研修・協議会 

 国立京都国際会館 12：00受付 

 ４月１７日（火） 京都西南RC創立45周年記念例会・祝宴 

 16：00受付 16：30～ Hｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 

 ４月２０日（金） 京都伏見RC創立45周年記念例会 

 15：30受付 16：00～ 

◆クラブ内行事    

 ４月２２日（日） 障がいのある人と家族のためのﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ 

 ﾛｰｻﾞﾝﾍﾞﾘｰ多和田（滋賀県米原市） 

 ４月２６日（木） 「桂友会」 ウィズユー３Ｆ 17：00～ 

 ５月１５日（火） 京都西南RCとの合同例会 

 １７日（木）の例会を日程変更 

 ５月２０日(日） 「春の家族会」 京福電鉄出町柳 9：30集合 

 
４月は母子の健康月間 

【 】 小計 22,000円 今年度累計 546,000円 

目標額 720,000円 達成率 76％ 1人当たり24,000円以上 

末永  寛 ・金澤さんのお話しを楽しみに。 

上原 従正 ・各地の桜を楽しみました。 

BOXへ 田中  守、德田 正彦、鎌野 孝和 

千田  適、稲掛 英男、井上 正佳 

万殿 慎二 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田   修 

林  良訓 ・川クラブ友好の集い上原様に感謝。 
出射 靖生 ・金澤様のスピーチ楽しみに。 

林  良訓 ・寒暖の差はげしい時期ご自愛下さい。 

内山 正元 ・今年も花見を堪能しました。 

万殿 慎二 ・金澤様のスピーチ楽しみです。 

BOXへ 千田  適、井上 正佳、稲掛 英男 

田中  守、鎌野 孝和 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 459,000円 
目標額 599,400円 達成率 77％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

【ニコニコ箱】 小計 61,000円 今年度累計 1,151,250円 
目標額 1,300,000円 達成率89％ 

林  良訓 ・金澤様のお話楽しみにしています。 

髙橋 英明 ・金澤様の話を楽しみにしております。 

安田  勝 ・金澤様のお話楽しみです。 

稲掛 英男 ・金澤宗維様のお話し楽しみに。 

千田  適 ・桜の花に圧倒されています。 

鎌野 孝和 ・久しぶりです。 

児嶋 雄二 ・自例会２週連続欠席おわび。 

谷口 泰義 ・川クラブ欠席おわびします。 

BOXへ 田中  守、井上 正佳 

 

菱田 匡樹 

・金澤線先生ようこそ、スピーチ楽しみに

 しております。 

藤井文治郎 ・長期欠席おわび。 

德田 正彦 ・新年度が（４月）始まりました。 

山本 拓生 ・娘が大学に入学しました、自祝。 

 

吉田  修 

・鳴呼 悲しからずや また従兄弟が

 自死を遂げました。５５才でした。 

 

2018-19年度 地区研修・協議会 
 

 日 時  ４月１５日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 場 所  国立京都国際会館 

 出席予定者 内田、太田、吉田、中川、山本、末永、髙橋 

      万殿、出射の各会員  

   ＊昼食の用意はございません。 

12時00分～ 受付 

12時30分～ 全体会議（一部） 

13時25分～ 分科会 

15時00分～ 全体会議（二部） 

17時00分 終了 

山本 拓生 ・テーラーメイドのⅯ４よくとびます。 

 

出射 靖生 

・本年度は２３名の新入職員を迎える

 ことができました。 

松尾 義平 ・お世話になります。 

 

瀬田 保二 

・あっという間に桜終わってしまいまし

 た。 

 

吉田  修 

・散りてこそ いとど桜は めでたけれ

 の心境ですね。 

森  正廣 ・大谷２試合連続ホームラン。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

出射 靖生 ・桜もちり始めました。 

 

吉田  修 

・吉田健人君のご冥福をお祈りして。 

 BOXへ。 

太田 勝彦 ・先週来てしまいました。 



藤井文治郎 出 席 委 員 長 

林   良訓 

髙橋 英明 副会長（会員増強委員長兼任） (役員) 

会 長（ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ兼任） (役員) 

S.A.A. 

会 計 

幹 事 

ソ ン グ 委 員 長 

クラブ管理･運営委員長 

親 睦 委 員 長 
プログラム委員長 

ニコニコ委員長 

(役員) 

(役員) 

(役員) 

(理事) 

(理事) 内山 正元 

吉田  修 

稲掛 英男 

上山 泰弘 

千田   適 

太田 勝彦 

田中   守 

王    杲 

中川 俊夫 直前会長 (役員) 

内田 勝彦 会長ｴﾚｸﾄ ） (役員) 

鎌野 孝和 奉仕プロジェクト委員長 (理事) 

瀬田 保二 (理事) 

山本 拓生 

児嶋 雄二 

末永  寛 

職業奉仕委員長 

青少年奉仕委員長 

国際奉仕委員長 

社会奉仕委員長 (理事) 

(理事) 

(理事) 

出射 靖生 ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山委員

吉田  修 公共ｲﾒｰｼﾞ委員長 (理事) 

(理事) 

児嶋 雄二 

菱田 匡樹 

森  正廣 

上原 従正 

万殿 慎二 

副幹事 

副会計 

副S.A.A. 

副S.A.A.（記録） 

副幹事 

内田 勝彦 戦 略 計 画 委 員 長 

「第５５５回例会・ぞろめのはぐるま例会」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

18：00～ 

18：30～ 

京都ｲﾌﾞﾆﾝｸ  ゙

京都さくら 

京都南 

京都北 

京都洛北 

京都洛東 

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ  8：00～ 

４月１９日 

（木） 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ｾﾝﾁｭﾘｰＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【翠嵐ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ 

ｺﾚｸｼｮﾝＨ京都 

【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽH】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ブライトンＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

「第４回クラブ・アッセンブリー」 

 

「平安貴族の食卓」 

～次年度会長合同会議～ 

「あれから4年」 

「クラブ協議会」～地区大会に参加して～ 

㈱GLOBAL WATERS 代表取締役社長 カレン・ジュリア・ウォーターズさん 

「香港への派遣学生の帰国報告会」  

「陸上ニッポンが世界と競えるようになった理由」 

「株式市場」 

＊ビジター受付はありません。 

岡武 和暁様、中村 吉晴様 

 

 

京都ノートルダム女子大学名誉教授 鳥居本幸代様 

「在宅療養における訪問看護の役割」 

～クラブ・デー～「 第４回クラブアッセンブリー 」 

「クラブデー」 

「逆境をプラスに！」 

「若者と学ぶ「ものづくり」の歴史」 

-新会員スピーチ-「故郷神戸と京都と私」大井清之助様 

「クラブデー」 

「故田中 偉晃会員 追悼例会の為、例会時間変更」 

「故松井昭憲君を偲んで」 

 「文化交流使としての５５日間」 

三菱自動車工業㈱京都製作所 

 所長 赤松 儀隆様 

みずほ証券㈱第一コンサルティング室 マネージャー 山内 郷司様 

会員 種田 道一様 

㈱訪問看護ひなた 代表取締役社長 團野 泰行様 

会員  中村 廣良様、中西 義美様 

人見 康裕会長エレクト 

NPO法人｢京都いえのこと勉強会｣理事長 木本  努様 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

【ブライトンＨ】 

【京都ｴﾐﾅｰｽ】 

京都東 

京都伏見 

京都洛西 

京都紫竹 

京都乙訓 

４月１３日 

（金） 

【ブライトンＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞＨ】 18：30～ 

京都西 

京都紫野 

京都中 

京都平安 

４月１６日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

４月１７日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

４月１８日 

（水） 

「 創立４５周年記念例会・式典の為、例会変更」 

「私の履歴書」 

「クラブ協議会 地区大会を終えて」 

クラブ・フォーラム（青少年奉仕委員会） 

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

2017～2018年度  役員・理事・委員会構成 

友好ｸﾗﾌﾞ委員長 上原 従正 

＊ビジター受付はありません。 

京都美術工芸大学 副学長、教授、

学術博士 村上 隆様 

 

バルセロナオリンピック 日本女子代表 元バトミントン選手 岩城ハルミ様 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

 

「国際理解学習」 

「三菱自動車における環境への取組み」 

 

大阪ガス㈱ 近畿圏部マネジャー  

北京五輪メダリスト 朝原 宣治様 

「医学教育の現状と課題」竹中 洋様 

会員 平井義久様 大藤   忠様 


